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抄録：本研究は下顎運動に伴う頭部運動様相の三次

元的な把握のために，新たに開発した解析ソフトを

ナソヘキサグラフとともに使用することにより，目

的とする頭部運動を簡便に解析し得た。

その結果，ガム咀嚼においては，下顎運動は開

口，閉口，停止の３相の運動であるが，頭部運動は

開口と，停止を含む閉口の２相の運動を行うことが

判明した。開口に伴って矢状面的には平均０．８９度の

後傾あるいは前傾，前頭面的には平均０．２３度の左傾

あるいは右傾斜，水平的には平均０．３８度の左回転あ

るいは右回転を示した。ガム咀嚼時には，被験者固

有の頭部運動パターンを示したが，ガムの咬み側が

変わっても，頭部運動パターンは変化しなかった。

緒 言

近年，下顎運動に伴って頭部が協調運動すること

が注目されてきており，下顎運動時に頭部がどのよ

うな位置をとり，またどのような動きをするのかは

統一見解がないのが現状である。この下顎運動と頭

部運動との関連性を明らかにすることで，咬合また

は下顎運動と全身の関係を知る手がかりとなる可能

性がある。これまでにも下顎開閉口時における頭部

運動のメカニズムを解明しようとする研究１）～９）が散

見され，頭部または上顎の一点に注目し解析したも

の１）２）３），また矢状面内における運動のみを解析した

もの４）５）などがある。その結果，正常者の９９％に下顎

運動に協調した頭部運動が認められるとするもの２）

や，顎機能障害症例では正常者に見られる下顎運動

に協調した頭部運動が認められない１０）などの報告も

ある。しかし被験者数も少なく，さらに頭部運動の

全体を複数平面から立体構造の運動として解析して

いるものはほとんどみられない。

そこで，当研究室佐藤の発案，発注により㈱ジー

シーにて作製したナソヘキサグラフ用頭部運動解析

ソフトを利用することにより頭部運動の下顎運動と

同期した三次元的な記録と，その解析を行うことが

可能となった。本研究ではこのシステムを使用し，

健常者のガム咀嚼運動時の頭部運動様相の解析を試

みた。

方 法

１．被験者

被験者は自他覚的に顎口腔系機能に異常を認めな

い平均年齢２３．８歳の健常有歯顎男女計１０名とし，個

性正常咬合を有し咬頭嵌合位が明確で安定している

もの，智歯を除いて歯の欠如がなく，修復物がない

か，あっても部分修復にとどまるもの，矯正治療の

既往がないものとした。

２．頭部および咀嚼運動の記録

１）頭部運動および下顎運動測定

頭部運動および下顎運動の測定は，ナソヘキサグ

ラフ（ジーシー社製）を使用した。このナソヘキサグ

ラフは，従来頭部を基準とした下顎運動の解析用に

使用されてきた。今回頭部の運動を解析するにあた

り，下顎運動解析のためこれまで相殺されていた頭

部運動データを可視化できるようにした，ナソヘキ

サグラフ用頭部運動解析ソフトを用いた。これによ
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り下顎運動および頭部運動の同期させた三次元的解

析が可能となった（図１）。

２）測定装置の調整と装着

シリコーンゴム質印象材（エグザファインレギュ

ラータイプ：ジーシー社製）を用いて被験者の上下

顎歯列を精密印象し，超硬質石膏（ニューフジロッ

ク：ジーシー社製）を注入して歯列模型を作成し

た。さらにフェイスボウトランスファーを行い，上

下顎歯列模型を半調節性咬合器（H２XPR：Hanau

社製）に付着した。咬合器上にて付属のクラッチ

を，即時重合レジン（ユニファストⅡ：ジーシー社

製）にてそれぞれ上下顎前歯唇面に適合させ，屈曲

することにより上下顎フェイスボウが可及的にフラ

ンクフルト平面（以下FHとする）に平行になるよう

に調節した。クラッチを被験者の上下顎唇面にシア

ノアクリレート系接着剤（アロンアルファ：東亞合

成株式会社製）を用い接着後，ヘッドフレームおよ

びフェイスボウをネジ止めすることにより固定し

た。

３）体位の設定

被験者をデンタルチェアーに頭部無拘束で背板に

背をつけない垂直座位にて着座させ，実験開始時に

開眼状態でFHを可及的に床面と平行になるように

規定した。計測開始時の視線は水平方向無限遠方に

向けさせ，ガム咀嚼を指示した。また次の咀嚼運動

に移る前には，毎回この規定した体位と頭位を確認

したうえで計測を行った。

４）咀嚼運動

左側ガム咀嚼運動，右側ガム咀嚼運動（被験食品

としてロッテ社製ノータイムガムを使用）を行わせ

た。尚，被験運動は十分に軟化した状態のガムを，

被験者が十分リラックスした状態で，咬み側を指定

して咀嚼させた。

５）頭部運動および下顎運動の計測

頭部計測点としては，FH上で顔面正中との交点

となる鼻根部で皮膚上の点（Ａ点），同じくFH上で

左右の耳珠上縁の点（それぞれＢ点，Ｃ点），また得

られたＢ点Ｃ点座標の中点（Ｄ点）を選択した。これ

により頭部にＡ，Ｂ，Ｃで表されるFHを設定した

（図２‐１，２‐２）。

下顎計測点としては下顎切歯点（ｅ点），下顎左右

第一大臼歯近心頬側咬頭頂（それぞれｆ点，ｇ点），

また得られたｆ点，ｇ点座標の中点（ｈ点）を選択し

た。これにより下顎にｅ，ｆ，ｇで表される下顎咬

合平面を設定した（図２‐１，２‐２）。

図１ ナソヘキサグラフ管理ソフト JAWESによる頭部運
動および下顎運動の画面

図２‐１ 矢状面からの計測基準面 図２‐２ 前頭面からの計測基準面

沼澤，他：ガム咀嚼に伴う頭部運動の三次元的検討２８８

― 8 ―



３．解析方法

解析は矢状面，前頭面，水平面に分けて行った。

計測平面ごとに使用した解析部は以下のとおりであ

る。

１）各計測平面の解析点の設定

� 矢状面

矢状面における計測基準は，地面に平行な水平面

とした。頭部運動解析は，FH上の鼻根部の点（Ａ

点）および左右耳珠上縁点（Ｂ，Ｃ点）の中点（Ｄ点）

を結ぶ線（Ａ－Ｄ）を解析対象とした。また下顎運動

解析には，下顎切歯点（ｅ点）および下顎左右第一大

臼歯近心頬側咬頭頂（ｆ，ｇ点）の中点（ｈ点）を結ぶ

線（ｅ－ｈ）を解析対象とした（図２‐１，２‐２）。

� 前頭面

前頭面における計測基準は，地面に垂直な重力線

（Ｚ軸）とした。頭部運動解析は，左右耳珠上縁点

（Ｂ点，Ｃ点）を結ぶ線（Ｂ－Ｃ）を，また下顎運動解

析は下顎左右第一大臼歯近心頬側咬頭頂の点（ｆ

点，ｇ点）を結ぶ線（ｆ－ｇ）を解析対象とした（図

２‐１，２‐２）。

� 水平面

水平面における計測基準は地面に垂直なＺ軸に対

し，被験者に装着したヘッドフレームの前方 LED

部に向かうように設定したステレオカメラ中点から

のびるＸ軸，さらにこれらに直交するＹ軸とした。

頭部運動解析は左右耳珠上縁の点を結ぶ線（Ｂ－Ｃ）

を，下顎運動解析は下顎左右第一大臼歯近心頬側咬

頭頂の点（ｆ点，ｇ点）を結ぶ線（ｆ－ｇ）を解析対象

とした（図２‐１，２‐２）。

２）解析タイミングの設定

頭部運動および咀嚼運動を同時期にとらえる解析

タイミングは下顎運動を基準として，下顎の開口開

始位，最大開口位，閉口終了位の３時点とし，これ

に同期する頭部運動点および線を抽出し，この３時

点間それぞれの角度変化を解析対象とした（図３）。

４．統計処理

頭位の変化は開口開始位と最大開口位間，最大開

口位と閉口終了位間，開口開始位と閉口終了位間

で，各平面での解析対象間の角度変化を，５％の有

意水準で Paired t-test 用いて検定を行った（表

１）。

結 果

１．三次元的な頭部運動の実態について

下顎運動に伴う頭部の三次元的な運動は複雑なも

のであった。代表例として被験例７の左側ガム咀嚼

時の頭部運動を以下に述べると，まず，矢状面には

開口と同時に頭部が後方に動き，下顎の最大開口時

（８．７８度開口）にその最大量（２．３８度後傾）に達する。

前頭面的には開口量の増大に伴い右側への傾斜が生

じ，下顎最大開口時（０．９７度右傾斜）にその最大量

（０．３度右傾斜）に達する。水平面的には開口量の増

大に伴い右側への回旋が生じるが，同時に頭部が右

側への回旋が生じ，下顎の最大開口時（２．８９度左回

旋）にその最大量（０．５５度左回旋）に達する。次に，

下顎運動は閉口に移るが，下顎運動および頭部の運

動は開口時の逆の運動を起こし，運動停止位に至

る。さらに，上下顎が咬頭嵌合し，咬合相時間中も

僅かな頭部運動が継続し，開口運動開始点が頭部運

動の開始点であり終末点となる。

以上から，咀嚼運動では，下顎は開口運動相，閉

口運動相，運動停止相の３相に分けられるが，頭部

図３ 解析に使用したタイミング
（頭部および下顎の角度変化の一例）

歯科学報 Vol．１０４，No．３（２００４） ２８９
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運動は開口相と運動停止相を含む閉口運動相の２相

の運動を行っていることが認められた。このような

頭部運動は被験例１０例中９例のいずれかの計測面に

認められた。

２．ガム咀嚼時の頭部および下顎の運動様相

１）左側ガム咀嚼運動

� 矢状面内の運動

左側ガム咀嚼運動時の頭部の矢状面角度変化は，

表１ 左右側ガム咀嚼時における頭部運動の検定

検定に用いた運動相 Sub. １ Sub. ２ Sub. ３ Sub. ４ Sub. ５ Sub. ６ Sub. ７ Sub. ８ Sub. ９ Sub.１０

左
側
ガ
ム
咀
嚼

矢
状
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

前
頭
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊

水
平
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊

右
側
ガ
ム
咀
嚼

矢
状
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

前
頭
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊

水
平
面

開口開始位・最大開口位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
最大開口位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
開口開始位・閉口終了位間 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊Ｐ＜０．０５

表２ 矢状面における下顎開口時の頭部平均角度と下顎に対する変化率

Sub. １ Sub. ２ Sub. ３ Sub. ４ Sub. ５ Sub. ６ Sub. ７ Sub. ８ Sub. ９ Sub.１０ Ave

左
側
ガ
ム
咀
嚼

矢
状
面

頭部角度変化 （度） ０．６４ ０．０８ ０．１３ １．０８ ０．１６ １．８５ ２．３８ １．７１ ０．００ ０．６３ ０．８７
下顎角度変化 （度） ９．３６ ７．４９ １１．４７ ４．７４ １１．２０ １１．０４ ８．７８ ４．１３ ９．９０ ７．６２ ８．５７
下顎に対する頭部運動率（％） ６．８９ １．０７ １．１５ ２２．８２ １．４６ １６．７６ ２７．１０ ４１．４８ ０．０４ ８．２９ １２．７１

前
頭
面

頭部角度変化 （度） ０．０３ ０．０５ ０．０２ ０．５０ ０．０１ ０．９９ ０．３０ ０．０８ ０．２７ ０．２３ ０．２５
下顎角度変化 （度） ０．１５ ２．１４ ０．４９ ０．３４ １．４９ ０．８７ ０．９７ ０．２９ １．３３ １．０８ ０．９１
下顎に対する頭部運動率（％） １８．２３ ２．３７ ３．５９１４９．９６ ０．４９１１３．７５ ３１．２５ ２８．３１ ２０．３９ ２１．６４ ３９．００

水
平
面

頭部角度変化 （度） ０．４０ ０．１２ ０．１２ １．１０ ０．０１ ０．３６ ０．５５ ０．３９ ０．５９ ０．０５ ０．３７
下顎角度変化 （度） １．１９ ２．０２ １．０８ ０．３５ １．４８ ２．６４ ２．８９ １．８３ １．３０ ２．２２ １．７０
下顎に対する頭部運動率（％） ３３．２１ ５．８３ １０．７６３１６．２７ ０．９３ １３．７９ １８．９５ ２１．２２ ４５．１３ ２．２７ ４６．８４

右
側
ガ
ム
咀
嚼

矢
状
面

頭部角度変化 （度） ０．７８ ０．０８ ０．２８ １．１０ ０．１０ １．４１ ３．１３ １．６１ ０．１１ ０．６２ ０．９２
下顎角度変化 （度） ９．２７ ７．７２ １２．１８ ４．９５ １０．０１ １０．２２ １１．５６ ５．４１ １０．１７ ６．５１ ８．８０
下顎に対する頭部運動率（％） ８．４５ １．０３ ２．２７ ２２．２６ ０．９７ １３．８３ ２７．１０ ２９．７８ １．１０ ９．５０ １１．６３

前
頭
面

頭部角度変化 （度） ０．０１ ０．０５ ０．１０ ０．５９ ０．０３ ０．４２ ０．２７ ０．１７ ０．１３ ０．２６ ０．２０
下顎角度変化 （度） １．８８ ０．６９ １．０７ １．２７ ０．９６ １．２４ ０．５８ ２．０３ ０．５９ ０．４９ １．０８
下顎に対する頭部運動率（％） ０．４２ ７．２０ ９．３７ ４６．８１ ３．２２ ３３．９６ ４６．４７ ８．６２ ２２．９２ ５４．０８ ２３．３１

水
平
面

頭部角度変化 （度） ０．１５ ０．０４ ０．１１ １．２３ ０．１１ ０．９０ ０．４０ ０．３０ ０．６３ ０．０７ ０．３９
下顎角度変化 （度） ０．２４ ２．０４ ０．３５ ０．２２ １．２１ １．５２ ２．４７ ２．２７ ０．０４ ０．５４ １．０９
下顎に対する頭部運動率（％） ６３．７６ ２．０２ ３２．７５５６５．６６ ９．０４ ５９．６３ １６．２４ １３．１１１４９４．２６ １２．６８２２６．９１
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図４‐１ 矢状面における左側ガム咀嚼運動時の頭部角度変化

図４‐２ 矢状面における左側ガム咀嚼運動時の下顎角度変化

図５‐１ 矢状面における右側ガム咀嚼運動時の頭部角度変化

図５‐２ 矢状面における右側ガム咀嚼運動時の下顎角度変化

図６ 前頭部における左側ガム咀嚼運動時の頭部および下顎角度変化
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開口時後方傾斜するものが３例（sub.１，６，７），前

方傾斜するものが４例（sub.４，５，８，１０），明瞭な

傾斜を示さないものが３例（sub.２，３，９）認められ

た。また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化に

おいて，２例（sub.２，３）は閉口終了位の角度が開

口開始位の角度に戻ったが，８例（sub.１，４，５，

６，７，８，９，１０）は咬合相時間での頭部の角度変化

が認められた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の

最大値（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．８７±

０．８５（SD）度を示した（図４‐１，表１，２）。

� 前頭面内の運動

左側ガム咀嚼運動時の頭部の前頭面角度変化は，

開口時右傾斜するものが４例（sub.４，６，７，１０），

左傾斜するものが３例（sub.２，８，９），明瞭な傾斜

を示さないものが３例（sub.１，３，５）認められた。

また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化におい

て，６例（sub.３，５，６，７，８，９）は閉口終了位の

角度が開口開始位の角度に戻ったが，４例（sub.

１，２，４，１０）は咬合相時間での頭部角度変化が認め

られた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の最大値

（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．２５±０．３度を

示した（図６，表１，２）。

� 水平面内の運動

左側ガム咀嚼運動時の頭部の水平面角度変化は，

開口時右回旋するものが５例（sub.１，２，３，４，

９），左回旋するものが４例（sub.６，７，８，１０），明

瞭な回旋が認められないものが１例（sub.５）認めら

れた。また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化

において，７例（sub.１，２，３，５，６，８，９）は閉口

終了位の角度が開口開始位の角度に戻ったが，３例

（sub.４，７，１０）は咬合相時間での頭部角度変化が認

められた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の最大

値（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．３７±０．３３度

を示した（図８，表１，２）。

２）右側ガム咀嚼運動

� 矢状面内の運動

右側ガム咀嚼運動時の頭部の矢状面角度変化は，

開口時後方傾斜するものが３例（sub.１，６，７），前

方傾斜するものが４例（sub.３，４，８，１０），明瞭な

傾斜を示さないものが３例（sub.２，５，９）認められ

た。また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化に

おいて，４例（sub.５，６，７，９）は閉口終了位の角

度が開口開始位の角度に戻ったが，６例（sub.１，

２，３，４，８，１０）は咬合相時間での頭部の角度変化

が認められた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の

最大値（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．９２±

０．９５度を示した（図５‐１，表１，２）。

� 前頭面内の運動

右側ガム咀嚼運動時の頭部の前頭面角度変化は，

開口時右傾斜するものが３例（sub.４，６，１０），左傾

斜するものが５例（sub.２，３，７，８，９），は明瞭な

傾斜を示さないものが２例（sub.１，５）認められ

た。また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化に

おいて，７例（sub.１，２，３，５，６，８，９）で閉口終

了位の角度が開口開始位の角度に戻ったが，３例

（sub.４，７，１０）は咬合相時間での頭部角度変化が認

められた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の最大

値（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．２±０．１８度

を示した（図７，表１，２）。

� 水平面内の運動

右側ガム咀嚼運動時の頭部の水平面角度変化は，

開口時右回旋するものが６例（sub.１，３，４，６，７，

９），左回旋するものが１例（sub.８），明瞭な回旋

が認められないものが３例（sub.２，５，１０）認められ

た。また開口開始位と閉口終了位の頭部角度変化に

おいて，３例（sub.７，８，９）は閉口終了時の角度が

開口開始位の角度に戻ったが，７例（sub.１，２，３，

４，５，６，１０）は咬合相時間での頭部角度変化が認め

られた。なお，被験例毎の頭部の角度変化の最大値

（負の場合は最小値）の絶対値は平均０．３９±０．４１度を

示した（図９，表１，２）。

３．ガム咀嚼運動時の鼻根部（Ａ点）の水平的位置変

化

１）Ａ点の水平面Ｘ軸方向位置変化

ガム咀嚼を行わせた際のX軸方向位置変化は，

一部の被験者に４～６mmと大きな値が認められる

ものの，多くの被験者では２mm以内の小さな値し

か示さなかった。なお，被験例毎の頭部の変位量の

最大値（負の場合は最小値）の絶対値は平均１．７１±

１．９mmを示した（表３）。

２）Ａ点の水平面Ｙ軸方向の位置変化

左右ガム咀嚼運動において，Ｙ軸方向の運動は約

１mm以内の位置変化しか示さなかった。なお，被

験例毎の頭部の変位量の最大値（負の場合は最小値）

沼澤，他：ガム咀嚼に伴う頭部運動の三次元的検討２９２
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表３ 左右ガム咀嚼時におけるＡ点のＸ，Ｙ軸上の位置変化 （mm）

左側ガム咀嚼 右側ガム咀嚼

Ｘ軸 Ｙ軸 Ｘ軸 Ｙ軸

Sub. s－m m－c c－s s－m m－c c－s s－m m－c c－s s－m m－c c－s

１ －０．５０ －０．３７ ０．１９ ０．０９ －０．２４ －０．０５ ０．２８ －０．４７ －０．１１ －０．８１ ０．９９ －０．０９
２ ０．１６ －０．５５ ０．３９ ０．０３ －０．５８ ０．７０ －０．１２ －０．７０ ０．７７ －０．２６ ０．５９ －０．２３
３ －１．９３ ０．４８ ０．９５ ０．０７ －０．２２ ０．１６ －１．５３ ０．５９ ０．６５ －０．１５ ０．２９ －０．１９
４ ５．２５ －４．０５ －１．３２ －０．５０ ０．５９ －０．０７ ６．１９ －４．０３ －２．２０ －０．３５ ０．２１ ０．３２
５ －１．００ ０．３１ ０．７７ ０．２４ －０．０６ －０．１１ －０．７９ ０．２７ ０．４１ ０．０５ ０．３６ －０．２３
６ －０．８７ ０．５７ ０．２９ ０．３４ －０．８６ ０．７４ －０．３８ －０．０５ ０．７３ －０．５５ １．１４ －０．５０
７ ０．４０ －０．８７ ０．４０ ０．６４ －０．８８ ０．２３ ０．６８ －１．１９ ０．２４ －０．８１ ０．９３ －０．１９
８ ５．１１ －５．００ －０．３２ ０．４１ －０．４３ ０．３２ ４．１３ －３．９６ －０．３６ －０．１３ ０．５１ －０．１６
９ －２．３０ １．３３ ０．９０ －０．２３ ０．１８ ０．０９ －１．７０ ０．９１ ０．４３ ０．１０ ０．１５ ０．００
１０ －０．３０ ０．２３ ０．０４ －０．０３ －０．２２ ０．３０ －１．０２ ０．００ ０．７４ ０．０７ ０．２０ －０．０７

s－m：開口開始位－最大開口位間
m－c：最大開口位－閉口終了位間
c－s：開口開始位－閉口終了位間

図７ 前頭面における右側ガム咀嚼運動時の頭部および下顎角度変化

図８ 水平面における左側ガム咀嚼運動時の頭部および下顎角度変化

図９ 水平面における右側ガム咀嚼運動時の頭部および下顎角度変化
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の絶対値は平均０．２９±０．２５mmを示した（表３）。

考 察

１．研究方法について

これまでは頭部矢状面内のみの運動や，上顎切歯

点に注目した運動解析を行った研究が多い。しかし

単一の基準点の運動軌跡や，矢状面などの単一の平

面内の解析では詳細な頭部運動の評価を行うには十

分とは言いがたい。本研究で使用した解析ソフト

は，頭部および下顎を三次元空間内でそれぞれ平面

という形で抽出できるため，これまでの点や線の軌

跡の解析に比較し，より詳細な検討が可能となり，

頭部運動の様相を具体的にとらえることができた。

２．運動解析点および平面について

ある単一の運動解析点による計測の場合，計測点

の位置により運動の違いが考えられる。今回平面と

して頭部運動を解析することにより，頭部全体の動

きが把握できると考えた。この頭部運動解析の為の

計測平面を本研究ではFHに設定した。これは生理

的な咀嚼運動時，カンペル平面は平均約４０度前傾す

るのに対し，FHは平均約２０度の前傾した状態をと

ると報告１１）１２）されており，より生理的な状態で床面

と平行にできる。またFHは頭部の基準のひとつで

あり，補綴処置の咬合採得時等にも用いられてい

る。このような見地から計測平面をFHとした。ま

た計測基準は水平である床面を採用し解析を行っ

た。

３．頭部および下顎の運動記録について

頭部運動は姿勢や頭位，咬合の変化に大きく左右

される。また下顎運動も同様に影響を受けるとされ

ている１３）～１７）。そのために拘束のない生理的な状態

で，頭部運動を計測することが必要となる。本研究

で用いたナソヘキサグラフは，非接触式で光学的に

位置情報をとらえることのできるシステムで，任意

の計測点の運動を計測することができる。またフェ

イスボウは１２ｇと軽量で，上下顎の負担も最小限に

抑えることが可能であり，測定精度が１５０µmと高

く１８），頭部無拘束の生理的な運動をより高い精度で

測定するにあたり非常に有効である。

４．実験結果について

１）ガム咀嚼運動時の頭部の矢状面内運動様相につ

いて

左側ガム咀嚼運動，右側ガム咀嚼運動を行わせた

場合，咀嚼側にかかわらず頭部は同様の運動様相を

示し，咀嚼側により頭部の運動方向が逆転したのは

１０例中１例にすぎなかった。以上から咀嚼運動に伴

う頭部の前後的傾斜は個人毎に特定のパタンを示す

運動であることが考えられた。

２）ガム咀嚼運動時の頭部の前頭面内運動様相につ

いて

ほとんどの被験者が右側を習慣性咀嚼側としてい

たが，右側ガム咀嚼時の頭部運動は開口時習慣性咀

嚼側に傾斜し閉口時非習慣性咀嚼側に戻る小開閉口

時の運動と同様の傾斜方向を示し，咀嚼側により頭

部の運動方向が逆転したのは１０例中２例にすぎな

かった。

現在まで咀嚼運動時，頭部は前頭面観でどちらに

傾斜するかを検討した研究はない。しいて挙げるな

ら木花ら１９）より片側接触型スプリントを装着し最大

咬合力でクレンチングさせた場合，咬合側への頭部

傾斜が認められたとしている。本研究においては最

大咬合力ではなく，生理的な咀嚼運動としてのガム

咀嚼であるという条件下ではあるが，左右それぞれ

の咀嚼側閉口時に頭部が咀嚼側方向へ傾斜したもの

は２例のみであった。今回の検討では多くの症例の

頭部は開口時習慣性咀嚼側に傾斜し，閉口時に戻る

という結果で，ガム咀嚼時，咀嚼側と頭部の傾斜と

の関連より，習慣性咀嚼側との関連が強いと考えら

れた。これは習慣で行われている下顎運動に対応す

る頭部運動が，体に学習として認識されており，急

に咀嚼側を変更しても頭部はすぐには対応できない

と考えられた。

３）ガム咀嚼運動時の頭部おおび下顎の水平面内運

動様相について

矢状面，前頭面と同様に，水平面において左側ガ

ム咀嚼，右側ガム咀嚼をそれぞれ行わせても頭部の

回旋方向が一定なものが認められた。咀嚼側により

頭部の運動方向が逆転したのは１０例中２例にすぎな

かった。前述の木花ら１９）は片側接触型スプリントを

装着させ最大咬合力でクレンチングを行わせた際の

水平面内頭部運動において，回旋方向に一定の傾向

が認められなかったとしている。これはクレンチン

グという咀嚼筋および頸部筋群等の作用が大きく関

与するものであると考えられるが，閉口時の頭部回
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旋として検討すると，本研究においても同様に，運

動方向を断定しにくい傾向であった。このガム咀嚼

時の頭部回旋運動も，習慣性咀嚼側との関連が考え

られた。

以上のように，咀嚼運動中の下顎は開口相，閉口

相，咬合相の３相に分けられるが，頭部運動は開口

相と，閉口相の大きな２相の運動とともに，咬合相

において開口開始に至るまでの頭部運動が認められ

た。これは咬頭嵌合位に到達してからも閉口筋，お

よび頸部筋群の活動は持続しており，歯牙に規制さ

れた後，頭部の運動として表現されているものと考

えられる（図３）。

また，前頭面内での頭部の傾斜運動の約半数は習

慣性咀嚼側方向に角度変化し，咀嚼側の変更によっ

てもこれらは大きく変化しなかった。これは頸部筋

群の活動に習慣性があり，この左右的な筋活動の習

慣性が下顎の開口にともない頭部を習慣性咀嚼側へ

傾斜させたものと考えられる。

同様に水平面内の頭部回旋運動もやはり明瞭な変

化を示さないものが多い中で，回旋方向が咀嚼側変

更により変化せず，これも習慣的な左右筋の活動運

動が関与しているものと考えられるが，筋電学的な

データ採取は今回行っていないので今後の検討課題

と考えている。

結 論

新たに開発した解析ソフトを用い，ナソヘキサグ

ラフによるガム咀嚼時の頭部運動を三次元的に解析

した。これにより得られた運動データを用い，基準

平面に対する頭部角度変化を検討し，以下の結論を

得た。

１．ガム咀嚼時に起こる頭部運動は，下顎が開口運

動相，閉口運動相，運動停止相の３相の運動を行っ

ているのに対して，頭部運動は開口運動相と，運動

停止相を含む閉口運動相の２相の運動を行っている

ことが認められた。

２．ガム咀嚼を行わせた際に，頭部は矢状面的には

後傾あるいは前傾，前頭面的には左傾あるいは右

傾，水平面的には左方回転あるいは右方回転を起こ

すことが認められたが，その絶対量は極めて小さ

かった。

３．ガム咀嚼時に起こる頭部運動は，噛み側の差の

影響は乏しく，左右いずれの咀嚼運動でも同一の運

動パタンを示す例が１０例中８例存在した，従って，

どの方向に頭部が運動するかについては，患者固有

のパタンがあると考えられる。

本論文の要旨の一部は，第２７２回東京歯科大学学会総会，
第１２回日本全身咬合学会総会において発表した。
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Three-dimensional analysis of head movement during gum chewing

Shigefumi NUMASAWA Toru SATO Fumiaki SAITO

Department of Crown and Bridge Prosthodontics, Tokyo Dental College

(Chairman : Prof. Toru Sato )

Key words : Head movement , Gum chewing , Three-dimensional analysis

The purpose of this study was to investigate the three-dimensional movement of thehead during gum

chewing. The angular change of planes that indicates head movement was easily analyzed by a newly de-

veloped software for gnatho-hexagraphy.

As a result, regarding head movement, in the sagittal plane there were 3 cases of posterior incline and

4 cases of anterior incline, in the frontal plane there were 3 cases of left incline, and 3 cases of right incline

and inthe horizontal plane there were 4 cases of left rotate and 1 case of right rotate, throughthe opening

movement.

The effect of change in chewing side on head movement is minimal. It is suggested that the habitual

chewing side, ratherthan the chewing side, is strongly associated with head movement.

（The Shikwa Gakuho，１０４：２８７～２９６，２００４）

沼澤，他：ガム咀嚼に伴う頭部運動の三次元的検討２９６
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